
2021 年 9 月 24 日（金）ちゃんと 16

web

求人広告の
お申し込みは
■発行 株式会社メディアコム 千歳市北斗4丁目13番20号
■Q人ナビウェブサイト https://chanto.biz/qnavi/

千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派

HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地

不動産のピースHOME SWEET HOMEHOME SWEET HOME

E-mail 投稿のみ受付です。①ペットの画像（640× 480ピクセル以上、縦向き、1メールに1点の
み添付）②ペットの名前（ひらがな・カタカナで）③投稿者の住所（町名まで、枝番不要）④投稿者
の名前（ペンネーム可）を明記のうえ、下記メールアドレスまでお送りください。※応募多数のため
掲載の時期、可否については一切お答えできません。※多頭飼いの集合写真歓迎。
※過去 1ヵ月以内に掲載された投稿者のご応募はお控えください。 　pet@chanto.biz

冨樫ちゃん あづきちゃんマロンちゃん チビちゃん ルルちゃん あいのすけちゃん
千歳市桂木

みうらあやこさん
恵庭市島松旭町
たあさん

恵庭市福住町
マロンママさん

恵庭市和光町
恵庭のばあちゃんさん

千歳市みどり台
ミルクさん

恵庭市泉町
こころちゃんさん

ステラちゃん＆サーフちゃん

うたちゃん＆ミスターポポちゃん

レミちゃん＆レオンちゃん＆ルナちゃん

ムギちゃん

ぷにこちゃん

ルルちゃん

ごまちゃん

いとちゃん&りっぷちゃん

ナナちゃん

めいちゃん

うにちゃん

アイルちゃん

千歳市あずさ
むなさん

恵庭市有明町
ジジババさん

恵庭市美咲野
アニマル姉さん

千歳市富士
あーちゃんさん

千歳市春日町
さきさん

千歳市自由ヶ丘
ユーリさん

千歳市北栄
ゆうじさん

千歳市みどり台南
ユカさん

恵庭市恵み野
ぷよさん

千歳市梅ヶ丘
えみさん

千歳市大和
まさえさん

千歳市豊里
にゃんママさん

※勤務内容や休日などはご相談ください。
まずはお気軽にお電話ください！

☎0123-32-1111
テーオー運輸株式会社

担当/世永
　　 （よなが）

❶学校給食配送ドライバー《パート》
仕　事▶ 恵庭市内の中学校へ給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶ 9:40～15:00の間で5h程度
休　日▶ 土日祝、他（学校の休み期間等） 

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有） 

恵庭市北柏木町3丁目74-1 〒061-1433

❷道内便大型ドライバー《正社員》
仕　事▶ 近郊でのルート配送。
資　格▶要大型免許
時　間▶ 当社運行規程による
休　日▶当社規定による（月平均４～６日）
給　与▶月収280,000円（各種手当含む）
待　遇▶各社保完備、各種手当、有給休暇、車通勤可

恵庭 正 パ トラックドライバー

ドライバー募集!!ドライバー募集!!
学校給食配送 道内便大型

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎ 24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

勤務先▶航空自衛隊千歳基地内
仕　事▶ 隊舎の清掃 

（共用部分、廊下･トイレ･浴室）
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～15:00の間で4.5h
勤　務▶ 週2日（月・金） 

★お盆、年末年始はお休みです。
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

仕事に慣れるまで丁寧に指導いたします!

清掃員清掃員
募集!!募集!!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

千歳 パ 清掃

［正社員］ハウスアドバイザー
仕　事▶物件の案内・説明、契約に係る業務
時　間▶ 9:30～18:30 ※残業ほぼなし 
給　与▶ 月172,000円～
資　格▶ 高卒以上、要普免、基本的なPC操作可

能な方、業界経験者歓迎、有資格者優遇 
休　日▶シフト制 ※ 月7日以上/年間105日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、昇給制度有、賞与年1回、 
各種手当有（資格・役職）

AbleNetwork千歳駅前店

〒066-0062 千歳市千代田町6-11
株式会社平和恒産

お客様へのサービス向上と、
働く環境をさらにより良いものに

する為の募集です。

★�お客様からの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じます。

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 ハウスアドバイザー

業務拡大につき3名募集（正・パ合わせて）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-9713
千歳市平和1006-1385

新千歳空港IC側に営業所を開設しました!
経験を活かして働こう!◆正社員

◆パート

給　与▶ 月200,000円～
時　間▶  8:00～17:00

給　与▶ 時給890円
時　間▶9:00～17:30（実働4～8h）

《共通項目》
資　格▶フォークリフト免許
休　日▶日曜、他
待　遇▶ 社保完備（正社員のみ）、 

交通費規定支給、制服貸与

倉庫内作業員

千歳 正 パ 倉庫内作業

正社員 パート

★4店舗とも他部門でも募集中です。お問合せください。

Web応募
はコチラ

恵庭店

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

応募

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

給　与▶ ［一般］時給897円
時　間▶ 8:00～12:30　　　勤　務▶土、日

給　与▶ ［一般］時給900円
時　間▶ 8:00～13:30、8:00～16:30
勤　務▶週4日

給　与▶ ［一般］時給891円
時　間▶ 8:30～13:00（応相談）

給　与▶ ［一般］時給919円　［学生］時給871円
時　間▶ 8:30～13:00（平日のみ） 

8:30～16:30（休憩1時間）
勤　務▶週4～5日

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店
Web応募
はコチラ

応募

千歳・恵庭 ア パ デリカ

デリカ（惣菜） スタッフ募集!!

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの
清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶ 7:00～10:00、13:00～17:00  

※シフト制
勤　務▶ 週4日程度

【共通項目】
給　与▶ 時給861円 ※10月1日から時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶ 14:30～19:30　※シフト制
勤　務▶ 週5日程度

勤務日数 相談可！！
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